起こります。このため、年齢によって注意したい症状や病気も
分の体と上手に付き合いましょう。
ます。
ぜひご覧ください。 大阪市 女性のための健康情報

…P34 ・更年期障害 …P42
…P34 ・歯周病
…P42
症候群…P34 ・うつ、生活習慣病など
…P38
…P39
不妊症など

・骨粗しょう症 …P43
・うつ病
…P43
・認知症など

更年期

期
40

50

検索

老年期
60
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●思春期からの健康づくり
り

生活習慣
・やせ
若い女性の「やせ」は多くの健康問題のリスクを高め、
極端なダイエットなどによる偏った食生活は、骨密度の
低下や貧血につながります。
また、
「やせ願望」が深刻化すると、神経性食欲不振症
（拒食症）
や過食症を招く恐れがあります。さらに若い女性
や妊婦の低栄養がその子どもの将来の生活習慣病のリスク
を高めると言われています。
※やせ＝BMI 18.5 未満（BMI の求め方は P56 参照）
・喫煙
喫煙は、がんだけでなく、循環器、呼吸器、消化器など
広い範囲で健康影響が引き起こされます。また月経不順
や不妊、肌荒れなどの原因になり、特に妊娠中の喫煙や
受動喫煙は、胎児に大きな影響を及ぼし、低出生体重児
などの出産のリスクを高めます。
喫煙が女性に与える影響
・血管の収縮や、メラニン色素の代謝に関係するビタミ
ンCの消費のため、肌が荒れたり、シミ・そばかすに
なりやすくなります。
・子宮頸がん、乳がんの発症リスクが高まります。
・妊娠中の喫煙は、自然流産、早産、周産期死亡（妊娠
28週以降の死産と生後1週間未満の早期新生児死亡）
のリスクを高めます。
・妊婦本人の喫煙や、同居家族などの喫煙による妊婦へ
の受動喫煙により、低出生体重児の出産のリスクが高ま
ります。
・家庭内で受動喫煙している子どもは、肺炎・気管支炎
などの呼吸器疾患になりやすく、また、身体発育や脳
の働きにも影響があると言われています。
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性感染症
性感染症は性行為によって感染する病気です。性感染症の多
くは、症状がなかったり軽かったりするため、感染に気づきに
くい事があります。そのため、気づかないうちに症状が進行し
たり、他の人に感染させてしまったりすることがあります。
検査を受け、早い段階での感染を知ることにより、より適切
な時期での治療を受けることができます。
症状が軽いからといって放っておいたり、一人で悩んだりし
ないで、必ず専門医（泌尿器科、婦人科、皮膚科、性病科等）
の診察や検査を受けましょう。また、パートナーも感染してい
る可能性があるので、パートナーと一緒に検査と治療を受ける
ようにすることが大切です。

○大阪市が実施する性感染症とＨＩＶ検査

市内３か所の保健福祉センターで、性感染症やＨＩＶ検査を
無料・匿名で行っています。予約不要ですので、次の検査日時
に直接実施場所へお越しください。
実施場所

保健福祉センター

北区保健福祉センター
北区扇町２-１-２７
ＴＥＬ06-６３１３-９８８２

検

査 日

●毎週月・金曜日／９
：
３０〜１１
：
００
●毎週水曜日／１４
：
００〜１５
：
３０
●第5金曜日／１8：
００〜20：0０

検査項目
ＨＩ
Ｖ
梅毒
クラミジア

●毎週火曜日〜木曜日／
中央区保健福祉センター 9：30〜11：00
中央区久太郎町１-２-２７
HIVのみ
●毎月第1金曜日／
ＴＥＬ06-６２６７-９８８２
（即日検査）
14：00〜15：00
ＨＩ
Ｖ
淀川区保健福祉センター
●毎週月曜日／14：00〜15：30
梅毒
淀川区十三東２-３-３
●毎週火曜日／9：30〜11：00
クラミジア
ＴＥＬ06-６３０８-９８８２

HIV、
梅毒は血液検査、
クラミジアは尿検査となります。

その他、平日夜間・土曜日・日曜日に検査を実施している会場がありま
すので、
詳しくは大阪市保健所
（TEL６６４７−０６５６）
へお問い合わせい
ただくか、
大阪市ホームページでご確認ください。

○相談窓口

性感染症やＨＩＶに関する相談は、各区保健福祉センターの
地域保健活動業務担当（Ｐ62）の保健師が応じます。何か心配
なことがあれば、お気軽にご相談ください。
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●成熟期の健康づくり

飲酒
女性は男性より血中アルコール濃度が高くなる傾向があるこ
と等から、短い期間で肝障害などの身体的問題を生じやすく、
アルコール依存症にもなりやすいので、節度ある適度な飲酒を
心がけましょう。
特に妊娠中、授乳中の飲酒は、胎児・乳児に様々な悪影響を
与えるので、禁酒しましょう。

妊娠、出産
妊娠中は、いつも以上に健康管理が大切です。
お酒やたばこは止めて、栄養バランスのとれた食事を心が
け、定期的に健診を受けましょう。
たばこは、妊婦が喫煙しなくても、受動喫煙することで、妊
婦自身が喫煙していることと同じ状態になり、低体重で生まれ
たり、流産や早産の危険性が高まります。
また、出産後には、悲嘆や不快な気分、涙もろさなどを自覚す
る女性も比較的多いです。周囲の理解や受容的な対応、家事
や育児などの援助が効果的です。強い憂うつな気分や過度の
不安感、不眠などが長く続く場合はうつ病の可能性もあります
ので精神科医師に相談をしてみましょう。

先天性風しん症候群
妊娠中、特に妊娠初期の女性が風しんにかかると、赤ちゃん
にも感染し、耳が聞こえにくい、目が見えにくい、生まれつき心
臓に病気があるなど先天性風しん症候群という病気にかかっ
てしまうことがあります。そのため、女性は妊娠前に風しんの予
防接種を受けておくことが大切です。妊娠していない時期（生
理中またはその直後）にワクチン接種を行い、その後2ヶ月間の
避妊が必要です。
また、男性も、風しんに罹患して周囲の妊婦に感染させない
ために、風しんにかかったことがあるかの確認や予防接種を検
討する必要があります。
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○妊婦健康診査
大阪市が委託する実施機関（医療機関及び助産所）で妊婦
健康診査を14回公費負担しています。（多胎妊娠の場合は16
回）
母子健康手帳と併せて交付する母子健康手帳別冊に綴じ込
まれている受診票に、必要事項を記入して実施機関に提出し
てください。
大阪市が委託する実施機関でない場合は、「償還払い」を
行っていますので、必要書類をお住まいの区の保健福祉セン
ターに提出、またはこども青少年局管理課に送付してください。
実施機関一覧及び「償還払い」の必要書類は、ホームページにて
大阪市 妊婦健康診査

検索

○妊産婦・新生児等の訪問指導
家庭訪問が必要な妊産婦の方や新生児とその養育者の方等
を対象に、保健師や助産師が家庭訪問し、適切な保健指導を
無料で行います。
○妊婦教室／プレパパ・ママの育児セミナー
妊娠された方を対象に無料で実施しています。
妊婦教室では、妊娠中の過ごし方、お産のこと、赤ちゃん
の育て方などをわかりやすく説明します。また、妊婦の方同
士の交流の場も設けています。
また、プレパパ・ママの育児セミナーでは、はじめてパパ・
ママになる方を対象に、お風呂の入れ方や妊婦体験などの実
技指導を行っています。
○妊婦歯科健康診査
妊娠された方を対象に歯科健康診査や歯科保健指導を妊娠
中に1回、無料で実施しています。
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○産婦健康診査
大阪市が委託する大阪府内の実施機関（産科・産婦人科医
療機関及び助産所）で産後２週間及び産後１か月の産婦健康
診査を公費負担で実施します。
母子健康手帳別冊に綴じ込まれている受診票に必要事項を
記入して、実施機関に提出してください。
お問い合わせは、各区保健福祉センター保健業務担当まで
（P62）
○いつか子どもがほしいと思っているあなたへ
〜あなたの将来を守る正しい知識！不妊・妊娠・カラダのこと〜
いつか子どもがほしいと思っているあなたへ、
リーフレットを作成しました。
ぜひ、ご覧ください。
大阪市HP
リーフレット掲載ページ

男性・女性ともに妊娠・出産には適した年齢があります
日本人の平均寿命は延びています。 20 〜 30 歳代は、仕事を始めたり、家庭を持ったり、
社会の中で自分の役割が充実する重要な時期です。ライフプランを考える中で、子どもを持つ
時期についても、早くからよく考えておく必要があります。

◎女性について……………………………

特に、妊娠・出産には適した年齢があります。女性の
卵子は、加齢とともに質・量共に低下する
（表１）
ため、

自然に妊娠する力は30歳から下がり始めます。

◎男性について……………………………
加齢とともに、妊娠率が低下します。
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「いつでも子どもは持てる」と
思いがちですが、女性の年齢
が上がると、不妊治療を受け
ても、なかなか妊娠しないこ
とが分かっています（表２）。

卵子は、出生後は新たに作られることがなく、質・量ともに減少し続けます。
そのため、年齢とともに、妊娠しにくくなったり妊娠の異常が起きやすくなります。
胎生期

700

思春期

性成熟期

更年期

卵の数は胎生20週まで急増
約700万個

卵
子
の
数
︵
万
個 60
︶
30

閉
経

思春期には
20〜30万個に減少
出生時には
約200万個まで減少

3

6

9

出
胎児（ヵ月） 生

5

閉経時には
数はゼロに近づく
10

20

30

40

50

年齢（歳）

Baker TG（1972）Gametogenesis, Acta Endocrinol Sullpl 166;18-42を基に厚労省で一部改変

被治療者の年齢が30代後半以上になると、年齢が上がるほど
生産分娩率は低下し、45歳以上では1％未満となります。
25000

15000

35歳 16.3％

総治療周期数
妊娠周期数

40歳 7.7％

0

15.0
10.0

10000
5000

20.0

45歳 0.6％

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳
以
以
下
上
分娩率（妊娠周期数／総治療周期数）

分娩率︵％︶

治療・妊娠周期数

20000

30歳 19.9％

25.0

5.0
0

（日本産科婦人科学会2010年データを基に厚労省で作成）

平成 24 年厚生労働科学研究費補助金（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業）
｢母子保健事業の効果的実施のための妊婦健診、乳幼児健診データの利活用に関する研究｣
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